
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産
123,121,076,773

  固定負債
31,771,508,455

    有形固定資産
113,915,894,546

    地方債
22,824,821,146

      事業用資産
57,319,634,428

    長期未払金
1,882,656,500

        土地
22,394,632,942

    退職手当引当金
6,281,058,000

        立木竹
308,827,600

    損失補償等引当金
15,000,000

        建物
81,697,681,703

    その他
767,972,809

        建物減価償却累計額
-51,775,167,748

  流動負債
3,863,950,700

        工作物
7,646,731,299

    １年内償還予定地方債
3,234,854,830

        工作物減価償却累計額
-4,237,783,998

    未払金
-

        船舶
-

    未払費用
-

        船舶減価償却累計額
-

    前受金
-

        浮標等
-

    前受収益
-

        浮標等減価償却累計額
-

    賞与等引当金
422,375,653

        航空機
-

    預り金
89,505,163

        航空機減価償却累計額
-

    その他
117,215,054

        その他
-

負債合計
35,635,459,155

        その他減価償却累計額
-

【純資産の部】

        建設仮勘定
1,284,712,630

  固定資産等形成分
126,813,879,656

      インフラ資産
55,278,351,209

  余剰分（不足分）
-32,864,490,734

        土地
11,406,637,514

        建物
731,956,400

        建物減価償却累計額
-532,506,581

        工作物
90,338,416,392

        工作物減価償却累計額
-55,671,083,030

        その他
-

        その他減価償却累計額
-

        建設仮勘定
9,004,930,514

      物品
3,826,875,281

      物品減価償却累計額
-2,508,966,372

    無形固定資産
11,067,971

      ソフトウェア
11,067,971

      その他
-

    投資その他の資産
9,194,114,256

      投資及び出資金
373,388,187

        有価証券
26,000,000

        出資金
347,388,187

        その他
-

      投資損失引当金
-

      長期延滞債権
628,490,357

      長期貸付金
893,405,285

      基金
7,358,976,954

        減債基金
312,479,912

        その他
7,046,497,042

      その他
-

      徴収不能引当金
-60,146,527

  流動資産
6,463,771,304

    現金預金
2,574,001,392

    未収金
213,938,227

    短期貸付金
158,940,422

    基金
3,533,862,461

      財政調整基金
3,533,862,461

      減債基金
-

    棚卸資産
3,502,690

    その他
-

    徴収不能引当金
-20,473,888

純資産合計
93,949,388,922

資産合計
129,584,848,077

負債及び純資産合計
129,584,848,077

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

    その他

42,000,000

純行政コスト

33,666,588,700

    その他

-

  臨時利益

149,959,922

    資産売却益

107,959,922

    資産除売却損

718,712

    投資損失引当金繰入額

-

    損失補償等引当金繰入額

-

純経常行政コスト

32,988,813,234

  臨時損失

827,735,388

    災害復旧事業費

827,016,676

  経常収益

1,516,793,756

    使用料及び手数料

846,795,460

    その他

669,998,296

      社会保障給付

6,383,420,219

      他会計への繰出金

3,014,720,470

      その他

352,959,968

        その他

205,555,337

    移転費用

13,965,289,631

      補助金等

4,214,188,974

      その他の業務費用

373,031,114

        支払利息

108,000,672

        徴収不能引当金繰入額

59,475,105

        維持補修費

388,548,838

        減価償却費

4,178,177,014

        その他

-

        その他

1,153,332,349

      物件費等

12,216,844,695

        物件費

7,650,118,843

        職員給与費

5,871,861,000

        賞与等引当金繰入額

422,375,653

        退職手当引当金繰入額

502,872,548

  経常費用

34,505,606,990

    業務費用

20,540,317,359

      人件費

7,950,441,550

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書

自　平成31年4月1日

至　令和2年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)

前年度末純資産残高
94,080,191,451 129,437,656,846 -35,357,465,395

  純行政コスト（△）
-33,666,588,700 -33,666,588,700

  財源
33,535,786,171 33,535,786,171

    税収等
24,355,409,897 24,355,409,897

    国県等補助金
9,180,376,274 9,180,376,274

  本年度差額
-130,802,529 -130,802,529

  固定資産等の変動（内部変動）
-2,623,777,190 2,623,777,190

    有形固定資産等の増加
2,987,882,728 -2,987,882,728

    有形固定資産等の減少
-4,832,777,392 4,832,777,392

    貸付金・基金等の増加
3,707,590,005 -3,707,590,005

    貸付金・基金等の減少
-4,486,472,531 4,486,472,531

  資産評価差額
- -

  無償所管換等
- -

  その他
- - -

  本年度純資産変動額
-130,802,529 -2,623,777,190 2,492,974,661

本年度末純資産残高
93,949,388,922 126,813,879,656 -32,864,490,734

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書

自　平成31年4月1日

至　令和2年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高

82,829,807

本年度歳計外現金増減額

6,675,356

本年度末歳計外現金残高

89,505,163

本年度末現金預金残高

2,574,001,392

    その他の収入

-

財務活動収支

-720,556,130

本年度資金収支額

1,210,431,655

前年度末資金残高

1,274,064,574

本年度末資金残高

2,484,496,229

  財務活動支出

3,533,156,130

    地方債償還支出

3,418,083,875

    その他の支出

115,072,255

  財務活動収入

2,812,600,000

    地方債発行収入

2,812,600,000

    貸付金元金回収収入

1,588,432,522

    資産売却収入

107,959,931

    その他の収入

-

投資活動収支

-76,079,122

【財務活動収支】

    貸付金支出

1,533,768,000

    その他の支出

-

  投資活動収入

4,689,776,242

    国県等補助金収入

1,350,430,000

    基金取崩収入

1,642,953,789

【投資活動収支】

  投資活動支出

4,765,855,364

    公共施設等整備費支出

2,258,338,671

    基金積立金支出

922,416,495

    投資及び出資金支出

51,332,198

  臨時支出

827,016,676

    災害復旧事業費支出

827,016,676

    その他の支出

-

  臨時収入

268,416,000

業務活動収支

2,007,066,907

  業務収入

33,419,842,311

    税収等収入

24,339,890,966

    国県等補助金収入

7,561,530,274

    使用料及び手数料収入

849,714,413

    その他の収入

668,706,658

    移転費用支出

13,965,289,631

      補助金等支出

4,214,188,974

      社会保障給付支出

6,383,420,219

      他会計への繰出支出

3,014,720,470

      その他の支出

352,959,968

    業務費用支出

16,888,885,097

      人件費支出

8,072,495,773

      物件費等支出

8,516,335,181

      支払利息支出

108,000,672

      その他の支出

192,053,471

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書

自　平成31年4月1日

至　令和2年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出

30,854,174,728


